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ポルト グラマラスエアー トリニティ  AIM-FN033

ホームページのご案内

このたびは、ポルト グラマラスエアー トリニティをお買い上げい
ただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管
してください。
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安全にお使いいただくために

警告/注意表示について

安全記号について

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな
事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」を
よくお読みになり、正しく安全にお使いください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定
される危害の程度。

取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負うことが想定されるか、
または物的損害 の発生が想定される危害・損害の程度。※

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を
併記して注意を促しています。

中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。

使用者の体調に関する注意

医師の治療を受けている人や、次のような
症状のある人は、使用する前に医師と
相談する
ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受
けやすい体内植込型医用電気機器を使用し
ている人
悪性腫瘍（しゅよう）のある人
心臓に障害のある人
現在腰痛の人や、過去に腰や背中、骨盤、足を
痛めたことのある人
変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
骨粗しょう症など骨に異常のある人
腰痛（椎間板（ついかんばん）ヘルニア、脊椎
（せきつい）すべり症、脊椎（せきつい）分離症）
などのある人
循環器系障害（心臓病、血管障害、高血圧症、
高度な糖尿病など）のある人
内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎）など急性症状の
ある人
呼吸器に障害のある人
皮膚に温度感覚喪失が認められる人
かつて治療を受けたところ、または疾患部へ
使用する人
体温 38℃以上（有熱期）の人
妊娠中や生理中の人
安静を必要とする人
医師から運動を禁じられている人
リハビリテーションで使用される人
上記以外に、とくに身体に異常を感じている人
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・
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・

・

・
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・

・
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・
・
・
事故や体調不良をおこすおそれがあります。

次の人は使用しない
医師からストレッチやマッサージを禁じられて
いる人
例：血栓（塞[そく]栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、
急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症
（皮下組織の炎症を含む）
など症状を悪化させるおそれがあります。

自分で意思表示ができない人や、自分で
操作できない人には使用させない
事故やけがのおそれがあります。

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。

頭、首、胸、または腹部、疾患部などに
エアーパッドをあてて使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

体力に自信のない人や初めてお使いの
人は無理なストレッチはしない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

使用中、身体に異常（めまい、冷や汗、
吐き気、脈拍の乱れ、動悸など）を感じた
ときは、ただちに使用をやめて医師に
相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調
不良をおこすおそれがあります。

1回の使用時間は15分以内とし連続
使用を避ける
筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

使用目的以外の使い方をしない
また、他の機器と同時に使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

体調不良をおこすおそれがあります。
食後および飲酒後は使用しない



使用に関する注意

安全にお使いいただくために

必ず交流100Vで使用する
また、付属の専用ACアダプター以外は
使用しない
火災や感電の原因になります。

ご使用前には、必ずアタッチメントの布
地が破れていないか確認する（どんな
小さな破れでも、ただちに使用を中止し、
修理を依頼してください）
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがの
おそれがあります。

電源プラグ、コネクターは根元まで確実
に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。

プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良
となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいて
ください。

電源プラグのホコリ等は定期的にとる

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源
コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることに
よる感電や火災の原因となります。
次のことをお守りください。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に
点検・修理を依頼してください。

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたり
しない

・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
・電源コードを熱器具に近づけない。
・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げ
　たり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・電源コードが傷ついていたり、電源コンセントへの    
  差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを
   引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
・電源コードを本製品に巻きつけない。
・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で 
  定格を超える使いかたはしない。 

本体やアタッチメントの上に立ったり
しない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子さまが遊んだりしないよう
ご注意ください。

絶対に分解や改造、修理をしない
感電の原因になります。また発火や異常動作を
して、けがをするおそれがあります。

身体がぬれた状態で本製品を使用しない
感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

事故やけがのおそれがあります。

ご使用前には、必ず操作ボタン、タイマー
などが正常に作動するか確認する

漏電やショートなどによる感電や火災の原因に
なります。お買い上げ販売店に点検・修理を
依頼してください。

動かなくなったり、異常を感じた場合は、
ただちに使用を中止し、電源プラグを
コンセントから抜く

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の
原因になります。

使用時以外は、必ず電源プラグをコン
セントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたまま
で通電が再開した場合、事故やけがのおそれ
があります。

停電のときは、ただちに電源プラグを
コンセントから抜く

プラグにホコリなどがたまると湿気などで絶縁
不良となり、火災の原因になります。

使用しないときは、必ず電源プラグを
コンセントから抜く

火災や感電、故障の原因になります。

本体やACアダプターを落としたり、強い
衝撃を与えない

けがや故障の原因になります。

エアーバッグに故意に力を加えて無理や
り止めない

事故やけがのおそれがあります。
同時に2人以上で使用しない

摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

裸で使用しない
また、皮膚が弱い人はエアーパッド、
ベルト部分が背中、腰、尻、脚などの
皮膚に直接接触しないようにする

事故やけがのおそれがあります。

装着部のポケットなどに物が入っていな
いことを確認する

けがや故障の原因になります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やと
がったもので突き刺したりしない

火災や感電、故障の原因になります。
本体に水などをこぼさない

火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火災の
原因になります。

ストーブなどの火気の近くで使用したり、
ホットカーペットなどの暖房器具の上で
使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障
の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障
の原因になります。また変形や変質など本体
の外装を傷めるおそれがあります。

室温35℃以上の場所や、直射日光の
あたる場所で使用しない

火災や感電、故障の原因になります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所
や湿気の多い場所で使用しない

電源プラグがコンセントに差し込まれたまま
だと、故障の原因になります。

お手入れをするときは、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因にな
ります。

長時間使用しない場合は、必ず電源プラ
グをコンセントから抜く

内部部品が劣化している場合、事故やけがの
おそれがあります。正常に動作しないときは、
必ずお買上げ販売店にご相談ください。

長時間使用しなかったときは、使用前に
動作の確認をする

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれ
があります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、
アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない

使用場所についての注意

保守についての注意



各部の名称とはたらき

本体（リモコン）

ACアダプター

アタッチメント
●ヒップアタッチメント

電源プラグ

型番:IVP1200-1000P

自動コース選択ボタン 電源ボタン/電源ランプ

ヒップコースボタン

レッグコースボタン

強さ調節ボタン

電源コード

DCプラグ

DCプラグ差込口

エアーホース
コネクター差込口

エアーパッド

上部エアーバッグ

面ファスナー

エアーホース
コネクター

エアーホース

上ベルト

下ベルト
下部

エアーバッグ

プログラムされた2つの自動コースを
選択できます。

エアーの強さを2段階で調節できます。
最初にコースを選択したとき、弱モード
が点灯します。

電源の「入」・「切」を選択できます。
電源が「入」になるとランプが点灯
します。

※各コースの特徴はP8をご参照ください。

ご使用前に

●レッグアタッチメント
面ファスナー

Ｒ表示（右足）

L表示（左足）

エアーホース

エアーホース

本体

コンセント

ACアダプター

エアーホースコネクター

面ファスナー

布地が破れていないか確認する。

ACアダプターを本体と接続し、電源プラグを
コンセントに差し込む。

ご使用前には、必ず布地が破れていないか確認してください。
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

①ACアダプターのDCプラグを本体に根元まで
　しっかりと差し込みます。

付属のACアダプター以外使用
しないでください。
（型式：IVP1200-1000P）

②コンセントにACアダプターの電源プラグを
　根元までしっかりと差し込みます。



エアーホースを本体に接続する。

電源を入れる。

突起と溝を合わせる

本体差込口 エアーホース
コネクター

自動コースを選択する。

エアーの強さを調節する。

自動コースが終了したら、電源ボタンを押して電源を切る。

使用中、身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など）を
感じたときは、ただちに使用を停止する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

アタッチメントのエアーホースコネクターを本体差込口
に根元までしっかりと差し込みます。

※本体差込口の突起とエアーホースコネクターの溝を
　合わせて差し込んでください。

・本体リモコンの電源ボタンを押して、電源を入れます。
・電源が「入」になるとランプが点灯します。

・自動コースボタンを押して、「ヒップコース」
　「フットコース」を選択します。
・コースを選択するとランプが点灯し、動作が開始します。

ヒップコース

フットコース

ゆるんだ骨盤まわりの筋肉を上部エアーバッグで引き締め、
下部エアーバッグで引き上げます。
脚を包み込んで「ふくらはぎ」「足首」「足裏」「足側面」を絞り上げ、
ストレッチをします。

・強さ調節ボタンを押して、エアーの強さを調節します。
・ボタンを押すごとに「弱」→「強」が切り替わります。
・選択した強さにランプが点灯します。
・最初に自動コースを選択したときは「弱」で動作が開始
　します。

アタッチメントを外し、エアーホースコネクター、ACアダプターのプラグを抜きます。

使い方

アタッチメントをからだに装着する。

ヒップアタッチメント

装着方法

装着方法
左側

ご参考

レッグアタッチメント

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

① 脚を閉じ上ベルトが腰骨の
位置に合わせるように面
ファスナーで固定する。

② 下ベルトをヒップで包み込む
ように面ファスナーで固定
する。

腰骨の位置に
上ベルト中央を
合わせる。腰ファスナー

腰ファスナー

頭、首、胸、または腹部、疾患部にエアーパッドをあてて使用しない

かかとの位置を
合わせる。

ラベル

ふくらはぎ

足首

足先

※両側のエアーパッドがヒップに対して対象になるように装着してください。
※面ファスナーが衣類などに付かないようにご注意ください。

うつぶせに寝ながらでもご使用いただけます。

① 本体を開き、ラベルの位置に
ふくらはぎの中心を合わせ、
足を入れる

② 面ファスナーの端を持って、
足先→足首→ふくらはぎの順
に面ファスナーを固定する。



お客様相談窓口

株式会社ツカモトコーポレーション　エイム事業部
【受付時間】　祝日を除く　月～金　10：00～17：00

故障かな？と思ったら

保証とアフターサービス

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合はただち
に使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

●動作中の音が
　気になる

●表示が点灯
　しない

●使用中に
　止まった

●動作しない

●エアーバッグがふくらむとき、しぼむときの
　「プシュー」「カチッ」という音。
●ポンプが動くときの「ブーン」という音。
●コンセントからACアダプターの電源プラグ
　がはずれている。
●本体とACアダプターが正しく接続されて
　いない。

●タイマーがはたらき、停止状態になっている。

●構造上やむをえず発生するもので、
　機能などに影響はありません。
●水平で安定した場所に設置してください。
●電源プラグを奥までしっかりとコンセ
　ントに差し込んでください。
●本体にACアダプターのDCプラグを
　差し込んでください。（Ｐ6参照）
●30分以上時間あけてから、もう一度
　操作をしてください。

長年ご使用の「ポルト グラマラスエアー トリニティ」の点検を！
しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認
してください。

お手入れについて

主な仕様

※アタッチメントは洗濯できません。

アタッチメント・エアーホース
①水または中性洗剤をしみこませてよく絞った布で汚れを拭き取ってください。
②自然乾燥させ、よく乾かしてください。

本体（リモコン）
①乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
②汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみこませよく絞った布で拭き取った後、
　やわらかい布でから拭きしてください。

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

本製品の破棄方法について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、
布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってくだ
さい。

ポルト グラマラスエアー トリニティ・AIM-FN033
専用ACアダプター　型番：IVP1200-1000P
入力：AC100V  50/60Hz  出力：DC12V 1A
7.5W
約15分
ヒップコース：弱21～41kPa　強34～54kPa
レッグコース：弱21～41kPa　強28～48kPa
本体：（約）幅 18.5 × 奥行5.5 × 高さ 5cm
本体：約300ｇ
約1.8ｍ
ヒップアタッチメント：85cm　レッグアタッチメント：90cm
本体：ABS樹脂　ヒップ・レッグアタッチメント：ポリエステル
エアーホース：シリコン
ヒップ：（約）80～100cm　ふくらはぎ：（約）32～44cm
ヒップアタッチメント、レッグアタッチメント×2、専用ACアダプター

商品名・型番
使用電源

消費電力
オートタイマー
エアー圧力

外形寸法
質量
ACアダプターコード長さ
エアーホース長さ
材質

ヒップ・ふくらはぎ対応サイズ
付属品


